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佐賀大学医学部附属病院 佐賀県医療センター好生館 唐津赤十字病院 開催日 嬉野医療センタ－ 開催日

県民・市民講座 2017.8.19 平成２９年度　がん県民公開講座　テーマ「がんと共に生きる」 2017.12.3 (市民公開講座）　　　　　（唐津市文化体育館） 2017.11.19
（佐賀県医療センター好生館　多目的ホール） 　「もっと知りたい！唐津で受けられる最新のがん診療」

テ－マ：”がん免疫治療って何？” 第一部　講演 　講演Ⅰ：「胃がんについて」

　第一部 　「好生館におけるがん診療の新しい試み」 　　唐津赤十字病院　第２外科副部長　酒井正先生

　　「佐賀大学がんセンターの仕組み」　がんセンター長　荒金尚子 　　①免疫チェックポイント阻害薬治療 　講演Ⅱ：「肺がんについて」

　　「当院における免疫治療（悪性黒色腫）」　皮膚科准教授　井上卓也 　　　呼吸器内科　岩永健太郎　部長 　　唐津赤十字病院　呼吸器内科・がん薬物療法専門医　梅口仁美先生

　　「当院における免疫治療（肺がん）」呼吸器内科助教　小宮一利 　　　肝胆膵内科　河口康典　部長 　講演Ⅲ「乳がんについて」

　第二部 　　　緩和ケア認定看護師　日浦あつ子 　　唐津赤十字病院乳腺外科部長　田渕正延先生

　　特別講演 第二部　公開座談会

　　　「がん免疫治療を正しく理解しよう」 　「『がんを生きる』社会を目指して」

　　　　山口大学大学院医学系研究科免疫学講座教授　玉田耕治先生 　　理事長　中川原　章

（市民公開講座）（ほほえみ館　４Ｆ視聴覚室） 2017.12.2
後援（佐賀大学医学部附属病院） アピアランスケアシンポジウム　～がんになっても社会に出よう　飛びだそう～ 2017.10.2

　講演１　ヘリコバクターピロリ菌の除菌方法とその時期 （佐賀県医療センター好生館　多目的ホール）

　　　佐賀大学医学部　小児科　助教　垣内俊彦 　　佐賀県健康増進課　川原義康

　講演２　胃がんの検診を受けましょう 　　理容師　境　真作

　　　佐賀大学医学部　放射線科　准教授　水口昌伸 　　美容師　大薗広基

　講演３　早く見つけて簡単に治療：早期胃がんにおける内視鏡治療 　　ＮＰＯ法人　坂本正裕

　　　佐賀大学医学部　光学医療診療部　助教　下田　良 　　事業所　若林巨己

　講演４　胃がんに対する新しい薬物療法

　　　佐賀大学医学部　血液・腫瘍内科　助教　柏田知美

　講演５　ここまで進んでいますよ！胃がんの外科治療

　　　佐賀大学医学部　一般・消化器外科　助教　與田幸恵

公開講演会 キャンサーボード特別講演会（佐賀大学医学部臨床小講堂） 2017.6.19 シンポジウム＆ダイアローグカフェ 2017.10.31 第２４回地域がん診療連携拠点病院公開講演会（唐津赤十字病院） 2017.5.12 地域がん診療連携推進セミナー（嬉野医療センター） 2017.7.27
　～がん免疫療法について～ （佐賀県医療センター好生館　多目的ホール） 　「地域医療連携の強化に向けてＩＣＴを生かす」 　「全国がん登録～法律と制度について」

　特別講演１　「ＰＤ-Ｌ1の病理診断」 　～闘病記を手にしてみよう～ 　～ピカピカリンクの活用と発展～ 　　佐賀県健康福祉部健康増進課がん対策担当　川原康義氏
　　佐賀大学医学部　病院病態科学　診断病理学分野　教授　相島慎一先生 　　患者　森美穂子 　　佐賀県医療センター好生館　副館長　林田潔先生
　特別講演２　「免疫関連副作用対策の取り組みについて」 　　佐賀大学医学部附属病院がん専門相談員　江頭　彩 地域がん診療連携推進セミナー（嬉野医療センター） 2017.12.1
　　佐賀大学医学部附属病院　がんセンター長 　　佐賀県健康増進課　川原義康 2017.6.2 　「診療報酬請求の注意点について」

　　　呼吸器内科　診療教授　荒金尚子先生 　　わたしのがんｎｅｔ　横川清司 　　佐賀県国保連合会審査第１課長補佐　増岡英雄氏

　「腹水は全量抜けば元気になれる！」 　　佐賀県国保連合会審査第１課主事　栁川穂高氏
平成２９年度第１回がんプロセミナー（佐賀大学医学部　臨床小講堂３１１３） 2017.9.7 地域がん診療連携拠点病院　公開講演会　第１６回 2018.3.6 　　～ＫＭ－ＣＡＲＴによる大量癌性腹水に対する積極的症状緩和～

　１）「がん患者の痛みの緩和～がん性疼痛からがんサバイバーの慢性疼痛まで～」 　「遺伝子カウンセリングと佐賀大学での取り組み」 　　　要町病院腹水治療センター長／要第２クリニック院長　松﨑圭祐先生 地域がん診療連携推進セミナー（嬉野医療センター） 2018.2.15
　　京都府立医科大学　疼痛・緩和医療学教室　准教授　上野博司先生 　　佐賀大学医学部分子生命科学講座分子遺伝子学・エピジェネティクス分野　教授　副島英伸先生 2017.7.25  「大腸腫瘍の診断と治療～新型下部消化管スコープの開発とコンセプト～」

　２)「小児がんの長期フォロ－アップと移行期医療」 　　佐賀大学医学部附属病院光学医療診療部助教　下田　良　先生

　　愛媛県立中央病院　小児医療センター長　石田也寸志先生 （唐津赤十字病院）

　特別公演

　　「重粒子線がん治療の適応と実際」

　　　九州国際重粒子線がん治療センターセンター長　塩山善之先生

公開講習会 家族性腫瘍セミナー（佐賀大学医学部　臨床小講堂３１１３） 2017.11.28 2017.3.23 2017.12.5 クリニカルセミナー 2017.5.24
　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ１ 　『肺がん治療の現状～免疫療法も含め～』

　　『佐賀大学産科婦人科でのＨＢＯＣに対する取り組み』 19：00～20：40（マリターレ創世） （唐津赤十字病院） 　　嬉野医療センター　佐々木英祐先生

　　　佐賀大学医学部附属病院　産科婦人科　相原聡美助教 　「抗ＰＤ-１抗体　キイトル－ダの適正使用について」 　・紹介症例報告

　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ2 　　大鵬薬品工業株式会社　福岡支店学術課　森賢二 　・研修医症例報告 クリニカルセミナー 2017.6.7
　　『家族性腫瘍診療と遺伝看護』 　・公開講習会 　『Ｈ．Ｐｙｌｏｒｉ感染症と胃癌』

　　　慶應義塾大学看護医療学部／大学院健康マネジメント研究科 　「教育講演」（19：20～19：50） 　　「放射線治療の診療内容のご紹介」 　　嬉野医療センター　山口太輔先生

　　　教授　武田祐子先生 　　「遺伝外来について（仮）」 　　　唐津赤十字病院放射線科医師　大嶋かおり先生

　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ3 　　　佐賀大学医学部　分子遺伝学・エピネジェネティクス分野 クリニカルセミナー 2017.8.23
　　『ゲノム医療時代の遺伝性腫瘍－「見つける」から「見つかる」へ』 　「特別講演」（19：50～20：50） 　『緩和ケアについて』

　　　教授　櫻井晃洋先生 　　「免疫チェックポイント阻害剤の副作用対策（仮）」 　　嬉野医療センター　山口奈央子先生

　Ｃｌｏｓｉｎｇ　Ｒｅｍａｒｋｓ 　　　九州大学病院　呼吸器内科　教授　中西洋一先生

　　『家族性腫瘍の診療ニーズと佐賀県における今後の展望』

　　　佐賀大学医学部附属病院副病院長／血液・呼吸器・腫瘍内科

平成２９年度　佐賀県・地域がん診療連携拠点病院研修一覧(H30.3.31現在予定）

（県民公開講座）　佐賀大学医学部附属病院　臨床講堂

（臨床大講堂）

第２５回地域がん診療連携拠点病院公開講演会（唐津赤

十字病院 １階　佐野講堂）

第１３回地域がん診療連携拠点病院特別講演会並びに第

５０回紹介症例報告会

地域がん診療連携拠点病院第２３回公開講習会並びに地

域医療支援病院第５２回紹介症例報告会

佐賀県医師会学術講演会（３回佐賀がんフォ－ラム）（佐

賀県胃癌・大腸癌検診医会研修会）
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佐賀大学医学部附属病院 佐賀県医療センター好生館 唐津赤十字病院 開催日 嬉野医療センタ－ 開催日

　　　教授　木村晋也先生

研修会 緩和ケア研修会 2017.10. 第５０回緩和ケア症例検討会 2017.4.26 病理カンファレンス 1回／月 緩和ケア研修会 2018.1.27～28
　「緩和ケアの本質とは　緩和ケア症例検討会アンケートより」

　　緩和ケア科　小杉寿文　部長 緩和ケア研修会 2017.8.19～20 病理・放射線・内科・外科・がん合同カンファレンス

外来化学療法コアミーティング 　講義とグループワーク 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１金曜日／月

2か月に1回 第５１回緩和ケア症例検討会 2017.6.28 緩和ケア勉強会 2017.10.17
　なゆた森病院　「永久気管孔で瘻孔がある終末期患者の対応について」 　「がん患者の苦痛をトータルペインの視点から振り返る」 内科・外科・がん症例検討カンファレンス

臨床腫瘍班・外来化学療法室運営委員会合同会議 　　なゆたの森病院　緩和ケア病棟　中山亜紀子看護師長 　　唐津赤十字病院呼吸器内科／がん薬物療法専門医　梅口仁美先生 毎週

2か月に1回第3木曜日 　　緩和ケア科　小杉寿文　部長 　唐津赤十字病院看護師　林　真澄氏 がん化学療法レジメン審査委員会

第４金曜日／隔月

化学療法プロトコール審査委員会 第５２回緩和ケア症例検討会 2017.8.23 緩和ケア勉強会 2018.1.15
2か月に1回第3木曜日 　「最近の緩和ケアにおける新しい薬について」 　「チーム医療で患者を支えて自宅退院へ向けた取り組み

　　緩和ケア科　小杉寿文　部長 　～それぞれの立場から～

第１５回佐賀胃腸懇話会（マリターレ創世） 2017.4.7 　　唐津赤十字病院　消化器内科医師　中山賢一郎先生

後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院） 第５３回緩和ケア症例検討会 2017.10.25 　　唐津赤十字病院　臨床心理士　染川いつみ氏

　特別講演「H.ｐｙlori statusを考慮した早期胃癌発見の為のNBI診断」 　「当館と連携を行った症例について」 　　唐津赤十字病院　看護師　池田久美子氏

　　大分赤十字病院消化器内科部長　上尾哲也先生 　　医療法人同愛会副島病院　院長　副島真一郎先生・角田史恵ＭＳＷ 　　唐津赤十字病院　医療ソーシャルワーカー　柿木伸也氏

2017.5.12 第５４回緩和ケア症例検討会　 2017.12.13
　「テ－マ未定」

後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）

　一般演題 第５５回緩和ケア症例検討会 2018.2.28
　　「両肺多発浸潤影の１例」 　「テ－マ未定」

　　　佐賀大学放射線科　行本美希先生

　　「間質性肺炎の経過中に発生した肺病変の１例」 「緩和ケア研修会」 2017.5.27
　　　佐賀大学放射線科　近藤哲矢先生 　佐賀県医療センター好生館　多目的ホールＡＢＣ 2017.5.28
　特別講演

　　「肺癌の画像診断－早期の肺癌を見逃さないために－」 臨床病理カンフェレンス　第３水曜日　１７：３０ 2017.4.20
　　　産業医科大学放射線科学教室准教授　青木隆俊先生 2017.5.22
第１６回佐賀胃腸懇話会（佐賀大学医学部） 2017.5.25 2017.6.25

後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院） 2017.7.20
　ミニレクチャー 2017.9.21
　　「炎症性疾患で使用する薬剤の注意点」 2017.10.19
　　　佐賀大学医学部附属病院消化器内科　鶴岡ななえ先生

　症例検討３例 ＮＳＴ研修会　 2017.6.14
　栄養素の役割、経管栄養について

2017.6.10 　　株式会社　大塚製薬工場　小倉建嗣　先生

（成人病予防センター） ＮＳＴ研修会 2017.6.28
後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院） 　腸管栄養について

　一般演題 　　株式会社　大塚製薬工場　小倉建嗣　先生

　　「平成２７年度胃癌集検報告、発見胃癌を中心に」 ＮＳＴ研修会 2017.7.12
　　　佐賀県胃癌・大腸癌検診医会会長　藤本一眞 　水・電解質と輸液

　　「平成２７年度大腸集検報告、発見大腸癌を中心に」 　　株式会社　大塚製薬工場　小倉建嗣　先生

　　　佐賀県胃癌・大腸癌検診医会副会長　水口昌伸 ＮＳＴ研修会 2017.7.26
　　「消化器内視鏡検査・治療における抗血栓薬の使用法」 　栄養管理の重要性

　　　佐賀大学医学部消化器内科　鶴岡ななえ先生 　　佐藤清治　副館長

　　「胃癌検診における内視鏡検査の基本（ビデオ）」 ＮＳＴ研修会 2017.9.19
　　　唐津赤十字病院　宮原貢一先生 　トランスサイレチン　栄養補助食品の試飲会

　特別講演 　　検査技師　松田

　　「内視鏡を用いた消化器がん検診」 ＮＳＴ研修会 2017.10.17
　　　日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学分野教授　後藤田卓志先生 　簡易縣濁　栄養管理に活用できる漢方

第１７回佐賀胃腸懇話会（佐賀大学医学部） 2017.7.20 　　薬剤師　黒部
後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）

平成２９年度第１回佐賀県肺がん対策医会セミナー（第１９

６回佐賀県胸部疾患アーベント）　（マリトピア）

第１４６回佐賀県胃癌・大腸癌検診医会研修会（佐賀県市

町対策型胃内視鏡検診運営委員会、胃がん検診内視鏡

検査研修会）
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佐賀大学医学部附属病院 佐賀県医療センター好生館 唐津赤十字病院 開催日 嬉野医療センタ－ 開催日

　ミニレクチャ－ ＮＳＴ研修会 2017.11.21
　　「コンベックス型超音波内視鏡による上部消化管スクリ－ニングの実際」 　経腸栄養剤　輸血ル－トの感染予防
　　如水会今村病院内視鏡治療センタ－長／消化器内科主任部長　橋口一利先生 　　感染制御部部長　福岡麻美先生　管理栄養士　椛

平成２９年度第１回佐賀県肝癌対策医会研修会（マリトピア） 2017.7.28 ＮＳＴ研修会 2017.12.19
後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院） 　体重　栄養管理に活用できる漢方

　特別講演 　　渡部看護師

　　「肝臓を知り、肝がんを診る。」
　　　久留米大学医学部内科学講座消化器内科部門教授　古賀浩徳先生 ＮＳＴ研修会 2018.1.23

　食事介助　シンバイオテクス

第５回　佐賀県がん登録研修会（佐賀県庁本館４Ｆ　正庁） 2017.9.1 　　古瀬看護師

主催（佐賀大学医学部附属病院がんセンター院内がん登録室）

共催（佐賀県健康福祉部健康増進課がん対策推進担当） ＮＳＴ研修会 2018.3.20
　がん登録に必要な解剖学・症例登録（院内がん登録） 　下痢・便秘　食物線維を用いた下痢・便秘対策

　がん登録に必要な解剖学・症例登録（全国がん登録） 　　佐藤看護師

　遡り調査 ・薬剤部症例検討会　第3火曜日/月

　オンライン届出に関する説明 ・化学療法委員会　第2月曜日/隔月

　佐賀県からの情報提供 ・化学療法レジメン審査委員会　第2月曜日/隔月

　　講師　国立がん研究センター　全国がん登録室長　松田智大先生

第１４７回佐賀県胃癌・大腸癌検診医会研修会（アバンセ） 2017.9.16
　＜佐賀県市町対策型胃内視鏡検診運営委員会・胃がん検診内視鏡検査研修会＞

後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）

　　一般演題

　　　「胃癌検診における内視鏡検査の基本」（ビデオ）

　　　　佐賀大学消化器内科　行元崇浩先生

　　　「検診からみた内視鏡経過症例」

　　　　佐賀県胃癌・大腸癌検診医会副会長　水口昌伸先生

　　特別講演

　　　「消化器内視鏡～新時代の幕開け～」

　　　　日本消化器内視鏡学会理事長
　　　　東京慈恵会医科大学先進内視鏡治療研究講座教授　田尻久雄先生

2017.10.20

後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）
　「平成２７年度佐賀県総合保健協会における佐賀県肺がん健診結果報告」

　　佐賀県健康づくり財団事業部長　甲佐和宏先生

　特別講演「肺がん治療　up-to-date」

　　産業医科大学医学部第２外科学教授　田中文啓先生

第１９回佐賀胃腸懇話会（佐賀大学医学部） 2017.11.9
後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）

　ミニレクチャ－
　　「食道ステント－生分解性ステントからｆｕｌｌ　ｃｏｎｅｒｅｄ　ｔｙｐｅ　ＳＥＭＳまで－」

　　　日本赤十字社唐津赤十字病院内科　宮原貢一先生
第１４８回佐賀県胃癌・大腸癌検診医会研修会（武雄杵島地区医師会） 2017.11.11
　　＜佐賀県市町対策型胃内視鏡検診運営委員会・胃がん検診内視鏡検査研修会＞

後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）

　「胃内視鏡の基本」（ビデオ）

　　国立病院機構嬉野医療センター消化器内科　山口太輔先生

　特別講演①「上部消化管疾患の内視鏡診断と治療」

佐賀大学医学部消化器内科　坂田資尚先生

　特別講演②「下部消化管疾患の内視鏡診断と治療」

　　　　　　　　佐賀大学医学部光学医療診療部　下田　良　先生

第２０回佐賀胃腸懇話会（マリターレ創世） 2017.12.8
後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）

　特別講演

平成２９年度第２回佐賀県がん対策医会セミナー（第１９７

回佐賀県胸部疾患アーベント）（ニュ－オ－タニ佐賀）
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　　「早期胃癌内視鏡診療のきほん～スクリーニングからＥＳＤ＋αまで～」

　　静岡県立静岡がんセンター内視鏡科医長　滝沢耕平先生

2018.1.11

（マリターレ創世）

後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）

　一般演題Ⅰ

　　「佐賀県肺がん対策医会派遣報告」

　　　佐賀大学血液・呼吸器・腫瘍内科　中島千穂先生

　　　佐賀県医療センター好生館呼吸器外科　宮本詩子先生

　一般演題Ⅱ

　　「佐賀大学で経験した症例報告」
　　（１）再々生検にてＴ７９０Ｍ陽性を確認したＥＧＦＲ遺伝子陽性肺癌の１例

　　　佐賀大学血液・呼吸器・腫瘍内科　平川治樹先生

　　（２）当院におけるＲＯＳ１陽性肺癌の２例

　　　佐賀大学血液・呼吸器・腫瘍内科　小楠真典先生

　特別講演

　　「難治性嚥下性肺炎に対する外科的新戦略」
　　　国際医療福祉大学教授／福岡山王病院音声・嚥下センター部長　梅﨑俊郎先生

第２１回佐賀胃腸懇話会（佐賀大学医学部） 2018.1.18
後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）

　ミニレクチャー

　　「炎症性腸疾患における生物学的製剤の位置づけ」

　　　佐賀大学医学部消化器内科　坂田資尚先生

平成２９年度第２回佐賀県肝癌対策医会研修会（マリトピア） 2018.1.26
後援（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）

　講演Ⅰ

　　「医師会の立場から」（仮題）

　　　佐賀県肝癌対策医会会長　平井賢治先生

　講演Ⅱ

　　「佐賀県がん対策推進担当の立場から」（仮題）
　　　佐賀県健康福祉部健康増進課がん対策推進担当係長　吉原大介氏

　特別講演

　　「佐賀県の肝癌対策の立場から」（仮題）

　　　佐賀県肝疾患対策委員会委員長
　　　　佐賀大学医学部保健管理センター鍋島分室副所長　尾崎岩太先生

「佐賀県がん・地域連携パス」に関する研修会 2018.3.12
（佐賀メディカルセンター　城内記念ホール）

共催（都道府県・地域がん診療連携拠点病院）
　「『佐賀県がん・地域連携パス』の各がん診療連携拠点病院での運用実績、課題等について」

　　県・地域がん診療連携拠点病院のがん診療連携パスコーディネーター代表者

　特別講演「がん地域連携パス　熊本県の現在と未来」

　　熊本赤十字病院血液腫瘍内科部長　吉田　稔先生

平成２９年度第３回佐賀県肺がん対策セミナー（第１９８回

佐賀県胸部疾患アーベント・佐賀県内科医会研修会）
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